生涯学習だより

はっぽう

シルバーテツヤ クドウナオヤ
シルバーテツヤ クドウナオヤ

としょしつだより

〔開室時間〕

午前８時30分〜午後９時
〈休み：年末年始、蔵書点検期間〉
☎0185−77−3700
■ファガス図書室 八峰町八森字中浜196−1
■峰 栄 館 図 書 室 八峰町峰浜田中字野田沢20−1 ☎0185−76−2323

生涯学習だより

は っ ぽ う

★図書リサイクル展のご案内★

※持ち帰り用の袋をご持参ください※

● 開催日

１0月3１日
（土）
〜１１月３日
（火）

●場 所

ファガス１階 サークル研修室
峰栄館１階 第2研修室
午前9：00〜午後7：00まで

※ ファガスと峰栄館それぞれで開催します。

「としょカーん」の運行日程が10月から変わりました。
詳しくは先月末に全戸配布された 運行日程表 をご覧ください。
◆ 問合せ：生涯学習課（峰栄館） ☎76−2323 ◆

あたらしい本のお知らせ
ファガス図書室

岩谷 圭介
田中 友佳子
谷口 智則
つきおか ようた
松永 展明
梅田 明日佳

オーウェン・コルファー
【児童書】怪奇漢方桃印 2 いかがかな？相思相愛香 廣嶋 玲子
【児童書】ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 6・7
廣嶋 玲子
【児童書】ドラえもん探求ワールド 仕事の歴史とこれから 小学館
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、郷土）
【小説】赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。
青柳 碧人
【小説】トツ！SAT
麻生 幾
【小説】スキマワラシ
恩田 陸
【小説】対極
鬼田 隆治
【小説】54字の百物語 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田 雄介
【小説】テロリストの家
中山 七里
【小説】縁結びカツサンド
冬森 灯
【小説】もう、聞こえない
誉田 哲也
【文庫小説】遠い面影 書き下ろし長編時代小説 鳥羽 亮
【文庫小説】K2 池袋署刑事課 神崎・黒木
横関 大
【よみもの】まんがでわかるカミュ『ペスト』
小川 仁志
【実用書・旅行】全国御城印大図鑑
攻城団
地政学（サクッとわかるビジネス教養） 奥山 真司
【実用書・行政】
【実用書・医学】ママにいいこと大全
主婦の友社
【実用書・医学】生活の木アロマワークショップBOOK おうちで簡単手づくり！ 生活の木
【実用書・建築】
日本展望タワー大全 （タツミムック） 辰巳出版
岡田 桂子
【実用書・手芸】挫折しない！子ども服レッスンBOOK
そろそろできるようになりたい人へ
【実用書・料理】サンジの満腹ごはん 通常版 海の一流料理人 SANJI
【実用書・料理】究極の作りおき！まるごと冷凍弁当さらに作り
やすくなった50の弁当編

MAYA
剱岳 線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む 高橋 大輔
【郷土】
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峰栄館図書室

寄贈本もご紹介しています。

【絵本、児童書】
【厚紙絵本】ミニオンズのあっちこっちめいろ/どれどれクイズ
【絵本】ますくちゃんでばんです
【絵本】ようかいむらのどっきりハロウィン
【絵本】プラスチックのうみ
【絵本】おもいではきえないよ
【児童書】
Ｇｏ！Ｇｏ！アトム
【児童書】
今日から俺は！！劇場版
【児童書】自然史ミュージアムのサバイバル１巻、２巻
【児童書】いきものやばいすみか図鑑
【児童書】人体の知識が身につくはたらく細胞学べるクイズ
【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書）
【小説】トツ！SAT
【小説】銀色の国
【小説】奈落で踊れ
【小説】サキの忘れ物
【小説】もう、聞こえない
【小説】灯台からの響き
【小説】四畳半タイムマシンブルース
【小説】太平洋食堂
【文庫小説】悪女の品格
【文庫よみもの】アイヌと神々の謡ーカムイユカラと子守歌ー
【よみもの】怠けてるのではなく、充電中です。
【コミック】罠ガール １巻〜５巻
【実用書・歴史】ＡＩとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争
【実用書・社会】おとめ六法
【実用書・健康】ツボぐりぐりストレッチ ーかたまった筋肉がゆるむ！ー
【実用書・料理】
ホットプレートひとつでごちそうごはんができちゃった

TEL 0185−76−2323 FAX 0185−76−2387

第15回八峰町文化祭を下記の通りに開催いたします。
町民の皆様の日頃の学習成果や作品、芸能発表をご観覧、ご鑑賞ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、ご来場の際はマスクの着用をお願いします。発熱等体調が優れない
方の来場はご遠慮ください。

展示作品公開

芸能
（学習）
発表

■会場 : ファガス、峰栄館
■日時 : 10月31日（土）〜11月３日（火・祝）
9：00〜21：00
※11月3日
（火･祝）
は19：00まで

■会場 : 八峰中学校体育館
■日時 : 11月1日（日）
8：30〜8：50
第７回あきた白神子ども
の俳画大会表彰式
9：00〜12：30 芸能発表
※芸能【学習】発表会場は、全席椅子席です。入場者
が多い場合は、入場人数を制限させていただく場合
があります。

歴史講演会
■会場 : ファガス イベントホール
■日時 : 10月31日（土）10：00〜12：00
■演題：「民具（みんぐ）から学ぶ」
■講師：工藤 哲弥 氏
（八峰町文化財保護審議会副会長）
（八峰町文化財保護協会顧問）

この他の新刊図書については、各図書室までお問合せ下さい。

金谷信榮氏の寄付金で購入した本の他に、
寄贈本もご紹介しています。

【絵本、児童書】
【絵本】へんてこりんな地球図鑑 おもしろくてためにならない！
【絵本】こんたのさかなつり
【絵本】ワニのワッフルケーキやさんワニッフル
【絵本】おいかけっこでわらべうた
どうしてしんがたコロナになるの？（やさしくわかるびょうきのえほん）
【絵本】
【児童書】ぼくの「自学ノート」
【児童書】きみの声がききたくて
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生涯学習課

第15回八峰町文化祭のお知らせ

※提供する図書がなくなり次第終了します※
資源を有効に再活用し、様々な方が本
に親しめるよう、除籍図書を無償で提供
します。提供するのは、利用回数の減っ
た本や複数ある本、保存期間の過ぎた雑
誌などです。

八峰町教育委員会

編集 山本郡八峰町峰浜田中字野田沢 20−1

ポプラ社
よこみち けいこ
たかい よしかず
ジュリア・ブラットマン
アリソン・コルポイズ
角川アニメ絵本
小学館ジュニア文庫
ゴムドリCo.
加藤 英明
講談社
麻生 幾
逸木 裕
月村 了衛
津村 記久子
誉田 哲也
宮本 輝
森見 登美彦
柳 広司
辻堂 ゆめ
萱野 茂
ダンシング スネイル
緑山 のぶひろ
庭田 杏珠
上谷 さくら
柴 雅仁

黄川田 としえ
【実用書・生活】おいしいハーブ暮らし12か月
北村 光世
大人かわいい折り紙ギフト＆ペーパー雑貨 日本ペーパーアート協会
【実用書・手芸】
【実用書・芸術】知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎 紘昌
【実用書・言語】イラストで覚えるhime式たのしい韓国語単語帳 hime

小・中学生による商品の販売
■会場 : 八峰中学校
■日時 : 11月1日（日）9：30〜12：30頃
◎峰浜小学校：サシェ（香袋）
◎八峰中学校：八峰中学生考案商品、八峰町特産品

※日程は変更となる場合があります。詳しくは、後日配布されるプログラムをご覧ください。

峰浜スピリッツ 新人戦全県大会ベスト４

生涯学習講座「ヨガ講座」受講者募集

第18回東北学童軟式野球新人県大会が９月12日（土）
、 八峰町公民館では、ヨガ講座（タイ式）の受講生を募集
13日（日）に横手市で行われ、峰浜スピリッツが山本 しています。腰痛の改善や新陳代謝が活発になりダイ
エット効果が期待できます。体力に自信のない方でも気
地区代表として出場しました。
受講料は無料です。
１回戦を10−３、２回戦を18−17で勝ち抜き、準決 軽に参加できます。
勝で横手市のKSKスラッガーズ野球スポーツ少年団と対
■講 師：猿田 千秋 さん
戦しました。連戦の疲れもあり２-10で惜しくも敗れは
■開催日：11月6日
（金）
、13日
（金）
、20日
（金）
しましたが、全県ベスト４に輝きました。
27日
（金）
、12月4日
（金）
チーム名
１
２
３
４
５
計
■時 間：18：30〜19：30
■会 場：ファガス
峰浜スピリッツ
０
０
０
０
２
２
■持ち物：ヨガマット（バスタオル可）、動きやすい
KSKスラッガーズ野球
服装、飲み物、汗拭きタオル
１
０
６
３
×
10×
スポーツ少年団
■申し込み：峰栄館
（76−2323） 10月23日
（金）
〆切
※大会規定により５回コールド

第15回八峰町シーサイドロードレース大会

開始時間の変更について

10月18日（日）に開催を予定している八峰町シーサイドロードレース大会の開始時間が、広報はっぽう９月号
でお知らせした午前９時20分から午後２時30分に変更となりました。当日は午後２時から中浜地区〜立石地区の
海岸道路の交通規制を行います。
問合せ：生涯学習課（☎76−2323）

行事予定
▽第14回八峰町民バレーボール大会
■開催日：11/15（日）9：00〜
■会 場：八森体育館（旧八森中学校）
■対 象：高校生以上で11月１日現在県内在住の方
■問合せ：生涯学習課 ☎76−2323

「としょカーん」の巡回先を募集しています
「としょカーん」の企業・団体の巡回先を募集し
ています。お問い合わせは峰栄館（☎76−2323）
まで。
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